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1 歴史 

 できごと 

古代 若松原遺跡（縄文～古墳）（若松原 3丁目） 

西原北遺跡（縄文～古墳）（若松原 3丁目） 

二軒屋遺跡（弥生・古墳）（若松原 3丁目） 

若松原南遺跡（古墳）（若松原 3丁目） 

一向寺別院付近遺跡（古墳）（若松原 1丁目） 

留西遺跡（古墳）（若松原 1丁目） 

留西南遺跡（古墳・奈良）（若松原 1丁目） 

北若松原遺跡（古墳・奈良）（北若松原 1丁目） 

塚山古墳（古墳）（西川田 7丁目） 

塚山西古墳（古墳）（西川田 7丁目） 

塚山南古墳（古墳）（西川田東町） 

嘉禎 3年 

(1237) 

横田頼業，横田郷兵庫塚（兵庫塚 3 丁目中央公園付近）に横田

城を築城する 

建長元年 

 (1249) 

横田頼業，上三川城へ移り，横田城廃城 

江戸時代 雀宮村 江戸期から明治 22年までの村名 

河内郡のうち，日光街道雀宮宿を形成 

はじめ下横田村の枝郷で，本郷より土地が高いので台横田と称

したという 

明治 22年 

（1889） 

市町村制施行 

雀宮村，針谷村，茂原村，御田長島村，下横田村，東谷村，羽

牛田村，下反町村，中島村，上御田村の 10 か村を合併し，「雀

宮村」となる 

雀宮村大字雀宮となる 

雀宮村立雀宮尋常小学校針ヶ谷分教室開校 

   28年 雀宮駅開設 

   29年 雀宮村立雀宮尋常小学校針ヶ谷分教室が針ヶ谷分校になる 

30年 雀宮尋常小学校針ヶ谷分校を雀宮尋常小学西校と称す 
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昭和 6年 

(1931) 

西川田駅開設 

    10年 競馬場道路（現：若松原通り）新設 

12年 若松原開拓団の入植 

16年 

     

西原開拓団の入植 

北海道比布村，愛別村，士別村，東京都から 15戸 

  20年 西原開拓地に高射砲部隊が配置 

宇都宮空襲 

  23年 栃木県総合運動公園開設 

  24年 姿川村の飛び地（大字西川田字東原）を雀宮村に編入 

28年 町制施行，雀宮町になる 

  30年 雀宮町全町域，宇都宮市に編入 

宇都宮市雀宮町になる 

  44年 雀宮南小学校の新設による学区再編により，雀宮中央小学校針

ヶ谷分校を廃止 

  48年 すずめ幼稚園創立 

  50年 北雀宮保育園開園 

  53年 五代小学校開校，校名は雀宮町の小字名「五代墓（ごだいはか）」

に由来する 

  55年 宇都宮南警察署開署 

第 35回国民体育大会（栃の葉国体）開催 

  57年 若松原中学校開校 

  59年 新田小学校開校 

  61年 関東自動車のバス路線新設 

雀宮駅～南警察署～みどり野団地～さつき団地折り返し 

平成元年 

(1989) 

雀宮地区市民センター開設 

道路〔坂〕愛称事業により，「宇都宮環状線」・「みどり野通り」

と愛称名が付けられ，表示板が設置された。 

 4年 雀宮駅～南警察署～みどり野団地～さつき団地折り返しのバス

路線廃止 

6年 五代・若松原自治会連合会の設立 
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８年 宇都宮環状道路の全線開通 

12年 五代三丁目樹林地 地権者とグリーントラストうつのみやとの

間で保全契約締結 

自治会による保全活動の開始 

「若松原通り」と愛称名が付けられ，表示板が設置された 

13年 関東自動車のバス路線，新設路線で復活，愛称「みやバス」 

雀宮駅～宇都宮社会保険病院（現：ＪＣＨＯうつのみや病院）

～さつき団地～西川田駅東口の折り返し 

雀宮駅～若松原～西川田駅東口の折り返し 

14年 ボランティアグループ「五代の森を守る会」設立 

会員による緑地保全活動が始まる 

  16年 西原北公民館建て替え 

雀宮駅～若松原～西川田駅東口の折り返しのバス路線廃止 

  21年 みどり野 1号公園に健康遊具を設置 

 25年 すずめ保育園開園 

  26年 五代若松原地域コミュニティセンターを設置 

  27年 五代三丁目樹林地 地権者とグリーントラストうつのみやとの

間で保全契約解除 

※参考資料 「栃木県町村合併誌」第 4巻 栃木県 1957年 

      「西川田村史」西川田村史刊行会 1980年 

「宇都宮市史 別巻」宇都宮市 1981年 

「今昔雀宮」吉野益太郎 1983年 

「角川日本地名大事典 9 栃木」角川書店 1984年 

「私たちのまち すずめのみや（雀宮） 第三版改定」 

 宇都宮市雀宮公民館 1986年 

「宇都宮市雀宮地区 西原開拓団概史」辻光義 1989年 

「うつのみや 愛称道路・坂」宇都宮市建設部道路維持課 1989年 

「拓けて五十年 西川田東部自治会史」 

西川田東部自治会史 1991年 

「宇都宮市議会史 年表編」宇都宮市議会 1996年 

「西原地区の歩み」西光義 1997年 

「宇都宮市遺跡地図 改訂版」宇都宮市教育委員会文化課 1997年 

「うつのみや道路愛称マップ」宇都宮市建設部土木管理課 2000年 
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「我が街 25年のあゆみ」さつきニュータウン自治会 2005年 

「五代三丁目樹林地」グリーントラストうつのみや 2013年 

「うつのみやの地名と歴史散歩」下野新聞社 2015年 

「増補版 とちぎの古城を歩く」下野新聞社 2015年 

「座禅院昌尊の生涯」随想舎 2015年 

       「学校法人石嶋教育会 認定すずめこども園 ホームページ」

（2017年 5月 2日現在） 

      「五代・若松原地区ウォーキングマップ」 

 

2 町名 

町  名 由 来 等 

北若
きたわか

松原
まつはら

１丁目
１ちょうめ

 
昭和 63 年住居表示実施により成立 

もと上横田町・台新田町・兵庫塚町・雀宮町の各一部 

若松原は雀宮町の小字名に由来する 

北若
きたわか

松原
まつはら

２丁目
２ちょうめ

 
昭和 63 年住居表示実施により成立 

もと上横田町・台新田町・兵庫塚町・雀宮町の各一部 

若松原は雀宮町の小字名に由来する 

五代
ご だ い

２丁目
２ちょうめ

 
昭和 61 年住居表示実施により成立 

もと雀宮町の一部 

五代
ご だ い

３丁目
３ちょうめ

 
昭和 61 年住居表示実施により成立 

もと雀宮町の一部 

兵庫
ひょうご

塚
つか

２丁目
２ちょうめ

 
昭和 62 年住居表示実施により成立 

もと兵庫塚町の一部 

みどり野町
の ま ち

 
昭和 62 年住居表示実施により成立 

もと兵庫塚町・雀宮町の各一部 

若
わか

松原
まつはら

１丁目
１ちょうめ

 
昭和 61 年住居表示実施により成立 

もと雀宮町の一部 

若松原は雀宮町の小字名に由来する 

若
わか

松原
まつはら

２丁目
２ちょうめ

 
昭和 61 年住居表示実施により成立 

もと雀宮町の一部 

若松原は雀宮町の小字名に由来する 

若
わか

松原
まつはら

３丁目
３ちょうめ

 
昭和 61 年住居表示実施により成立 

もと雀宮町の一部 

若松原は雀宮町の小字名に由来する 
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※ 参考資料 「角川日本地名大事典 9 栃木」角川書店 1984年 

     「栃木県の地名」平凡社 1988年 

 

3 自然 

（１） 地形・地質 
・地形はほぼ平坦な台地であるが，北から南にかけて僅かに低くなっている

とともに，雀宮中学校の南で合流する東の西川田及び西の兵庫川に面した部

分は少し傾斜しているが，標高は中央部で概ね 92ｍである。東の西川田は江

曽島の「毛沼」を源流として雀宮に流れ込み，西の兵庫川は総合運動公園の

東南部を源流としているが，かつては数多くの湧水があってメダカ，ドジョ

ウ，フナ，スナサビ，ウグイ等の小魚が多数生息し，幾種類ものトンボやチ

ョウが飛び交じっていた。 

 ・この台地は宝木台地と称し，北の宝木から石橋・小山に続いているが，江

戸時代初期から奥州街道・日光街道が設定され，明治 18年には東北本線が開

通した。 

 ・地質は宝木ロームと言われているが，約 4ｋｍのローム層で覆われ，上部と

下部との間に赤城山から降った鹿沼軽石層（鹿沼土）が１ｍ前後堆積し，表

土は褐色である。この第四紀洪積層の堆積層の厚さは 160～200ｍに達すると

言われている。 

 ・この台地の西にある水田からは，数万年前から数十年前かに埋没して炭化 

した黒褐色の「うもれ木」が出土しているが，地層の古さを如実に物語ってい

る。 

 

（２）森林 

・この台地の森林帯区分は温暖多雨な暖温帯林に属し，本来的にはシラカシ，

アカガシ，アカマツ，モミ，スギ，ヒノキ，クリ，コナラ，等が主なものであ

って，100年以上も経った大木が亭々と聳え立ち，クマやイノシシ，シカが跋

扈する昼なお暗い密林であった，と江戸時代の古文書に書かれている。 

 しかし，明治以降は個人の所有となり，建築材や薪炭材の採取によって森林

の姿も次第に変わり，戦前はスギ，ヒノキ，アカマツ，と雑木の大木が混在

する農用林となって，木材や薪のほか落葉を採集する大切な山林として経営

してきた。そして，雀宮宿を始め周辺住民のキノコ取りの恰好の場所であっ

たが，余りの広さに道に迷い困惑したと言う。このアカマツも昭和 50年代に

入ってからマツノザイセンチュウに犯され殆ど枯死したため，往来の森林の

姿を見ることは出来なくなった。  
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※参考資料『宇都宮市雀宮 西原地区の歩み』 辻光義／著 1997年 

 

4 主要施設 

⑴  行政機関 

ア 行政施設 

    ・南生涯学習センター，南市民活動センター   

所在地 江曽島 2 丁目 4-23 

      開 設  昭和 46年 4月 1日（南公民館） 

           平成 9年 9月 10日 現在の建物に改築 

               10月 20日 開館 

平成 14年 4月 1日 南生涯学習センターに名称変更 

平成 22年 4月 1日 南市民活動センターを併設 

      敷地面積 4,266.74㎡ 

      延床面積 1,013.17㎡ 

      建築構造 鉄筋コンクリート造 2階建 

      施 設  集会室 3，和室 2，学習室 3，図書談話室， 

           調理実習室，工作実習室 

※参考資料 「市政概要 平成 28年度版」 宇都宮市議会事務局 2016年 

      「教育要覧 平成 28年度版」  

宇都宮市教育委員会教育企画課 2016年 

        「事務概要 平成 29年度版」  

宇都宮市教育委員事務局生涯学習課 2017年 

 

・五代若松原地域コミュニティセンター 

 所在地 若松原 3丁目 19-27（若松原中学校内） 

      開 設  平成 26年 4月 1日  

      延床面積 399.87㎡ 

      施設構造 鉄骨造 2階建 

施 設  会議室 4，調理室 

  ※参考資料 『市政概要 平成 28年度版』宇都宮市議会事務局 2016年 

        「宇都宮市公式ウェブサイト」（2017年 5月 26日現在） 
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    イ 警察 

   管轄警察署 

    ・宇都宮南警察署  所在地 みどり野町 1番 8 

      管轄交番 

・雀の宮交番     所在地 雀の宮 6丁目 1番 12 号 

     【兵庫塚の管轄交番】 

・西川田駅前交番   所在地 西川田 3丁目 8番 13 号 

※参考資料「栃木県警察ホームページ」（平成 29年 5月 24日現在） 

 

ウ 消防 

管轄消防署（常備消防） 

 ・南消防署 昭和 56年 1月９日開署 

      所在地 宮の内 1丁目 174番地 8 

      業 務 

庶務，予防，警防，救急各グループで構成 

車 両 

消防ポンプ自動車，水そう付消防ポンプ自動車， 

       はしご付消防自動車，化学消防ポンプ自動車，救助工作車， 

高規格救急自動車(2台)，資材輸送車，指揮車，査察車(2台)  

 

 ・消防団 宇都宮市消防団雀宮分団第 1部 

   車庫所在地 雀の宮 5 丁目 3-29 

消防ポンプ自動車 1台 

 

 ・消防団 宇都宮市消防団姿川分団第 9部  

   車庫所在地 兵庫塚町 171-5 

小型動力ポンプ付き自動車１台 

      ※参考資料 「消防年報 平成 28年度版」宇都宮市消防本部 2016年 

     「宇都宮市公式ウェブサイト」（2017年 6月 6日現在） 
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エ 公園（500 ㎡未満の街区公園を除く） 

 名  称 所在地 種 別 面 積 備 考 

1 みどり野 1号児童公園 みどり野町 街区公園 994㎡  

2 みどり野 2号児童公園 みどり野町 街区公園 1249㎡  

3 みどり野 3号児童公園 みどり野町 街区公園 1497㎡  

4 みどり野 4号児童公園 みどり野町 街区公園 1073㎡  

5 みどり野ふれあい公園 みどり野町 街区公園 1663㎡  

6 西田 1号児童公園 五代 2丁目 街区公園 790㎡  

7 栃木県総合運動公園 西川田町 運動公園 440,000㎡  

 ※参考資料 「宇都宮市の公園一覧（平成 27年 3月 31日現在）」 

                         宇都宮市公園管理課 

 

⑵  教育施設 

ア 小学校 ※学級数，児童数は平成 28年 5月 1日現在 

    ・五代小学校  所在地 五代 1丁目 22-33 

      学級数：23 児童数：717 

      昭和 53年 開校  

      昭和 57年 いずみ学級（特別支援学級）開設 

      昭和 59年 五代小から分離，新田小創立，学区変更 

    ・新田小学校  所在地 針ヶ谷 1丁目 18-21 

      学級数：19 児童数：575 

      昭和 59年 開校  

   イ 中学校 ※学級数，生徒数は平成 29年 4月 1日現在 

    ・若松原中学校 所在地 若松原 3丁目 19-27 

      学級数：20 生徒数：651 

      昭和 57年 開校  

   ウ 幼稚園 

 ・認定すずめこども園   所在地 五代 3-1-9 

   学級数：18学級 

（年長 4学級 年中 5学級 年少 4学級 満 3歳児 2学級  

2歳児 1学級 1歳児 1学級 0歳児 1学級） 

      園児数：455名 
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  ※参考資料 

『平成 28年宇都宮地区幼稚園ガイドブック 幼稚園・認定こども園ガイド』 

（宇都宮地区幼稚園連合会／発行 ※平成 28年 5月 1 日現在の状況） 

 

  ※参考資料「教育要覧 平成 28年度」 宇都宮市教育委員会 2016年  

       「風土の中の栃木県校歌集 上巻 小学校編」 

                      栃木県連合教育会 1987年 

       「風土の中の栃木県校歌集 下巻 中・高・大編」 

                      栃木県連合教育会 1988年 

       「宇都宮市立五代小学校 ホームページ」（2017年 5月 2日現在） 

       「宇都宮市立新田小学校 ホームページ」（2017年 5月 2日現在） 

      「宇都宮市立若松原中学校 ホームページ」（2017年 5月 2日現在） 

 

⑶  医療機関 

ア 診療所 

 名  称 所在地 診療科目 

1 こいけレディスクリニック 若松原 3-1-2 産婦人科 

2 鈴木内科クリニック 若松原 2-4-19 
内科，循環器科，

小児科 

3 すずめ医院 五代 2-1-7 
内科，小児科，消

化器科 

4 土谷医院 みどり野町 14-3 

内科，呼吸器科，

胃腸科，循環器科，

小児科，皮膚科，

麻酔科 

5 山川耳鼻咽喉科医院 若松原 1-22-32 
耳鼻いんこう科，

眼科 

 

イ 歯科診療所 

 名  称 所在地 診療科目 

1 さかきばら歯科クリニック みどり野町 6-1 歯科 

2 田部井歯科 北若松原 2-1-8 歯科 
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3 箱島歯科医院 五代 3-1-16 歯科 

4 藤島歯科 若松原 2-9-6 

歯科，矯正歯科，

小児歯科，歯科口

腔外科 

  ※参考資料 「栃木県病院・診療所名簿 平成 28年度」 

       栃木県保健福祉部医事厚生課 2016年 

 

⑷ 社会福祉施設 

 ア 老人福祉施設・障がい福祉施設 

(ｱ) 地域包括支援センター 

 名  称 所在地 

1 地域包括支援センター雀宮・五代若松原 針ヶ谷町 655 

   ※参考資料 「高齢者サービスのしおり 2017」 

             宇都宮市保健福祉部高齢福祉課 2017年 

 

(ｲ) 訪問介護（ホームヘルプサービス） 

 名  称 所在地 

1 株式会社ユーユーワールド 

ゆうゆうステーションみどり野 

みどり野町 25-1 

   ※参考資料 「介護サービス事業所等一覧」宇都宮市公式 Webサイトより 

 

(ｳ)  通所介護（デイサービス） 

 名  称 所在地 

1 デイサービスセンター 五代 五代 2-9-8 

2 ケアステーション あさひ雀の宮 五代 2-31-28 

3 ジョイリハ宇都宮南 若松原 1-16-41 

   ※参考資料 「介護サービス事業所等一覧」宇都宮市公式 Webサイトより 

 

(ｴ)   短期入所生活介護（ショートステイ） 

 名  称 所在地 

1 さわやかすずめのみや 若松原 2-18-26 

   ※参考資料 「介護サービス事業所等一覧」宇都宮市公式 Webサイトより 
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(ｵ)  特定施設入居者生活介護（ケアハウス等） 

 名  称 所在地 

1 さわやかすずめのみや 若松原 2-18-26 

   ※参考資料 「介護サービス事業所等一覧」宇都宮市公式 Webサイトより 

 

 

(ｶ)   認知症対応型共同生活介護（グループホーム） 

 名  称 所在地 

1 グループホーム ハイブリッジ 若松原 1-11-10 

   ※参考資料 「介護サービス事業所等一覧」宇都宮市公式 Webサイトより 

 

(ｷ)   小規模多機能型居宅介護 

 名  称 所在地 

1 小規模多機能型居宅介護事業所 

のずの里 北若松原 

北若松原 1-8-13 

   ※参考資料 「介護サービス事業所等一覧」宇都宮市公式 Webサイトより 

 

(ｸ)   障がい福祉施設 

    居宅介護（ホームヘルプ）・重度訪問介護・同行援護・行動援護 

 名  称 所在地 

1 株式会社ユーユーワールドゆうゆう 

ステーションみどり野 

みどり野町 25-1 

   ※参考資料 「事業所・施設等一覧 平成 28年 5月 1日現在」 

          ～障がい者サービスのしおり 2016別冊～ 

                    宇都宮市保健福祉部障がい福祉課 2016年 

 

 (ｹ)  障がい者福祉施設 就労継続支援（Ａ型） 

 名  称 所在地 

1 たすき 若松原 2-8-18 

   ※参考資料 「事業所・施設等一覧 平成 28年 5月 1日現在」 

             ～障がい者サービスのしおり 2016別冊～ 

                   宇都宮市保健福祉部障がい福祉課 2016年 
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 (ｺ)  障がい福祉施設   移動支援事業 

 名  称 所在地 

1 株式会社ユーユーワールドゆうゆう 

ステーションみどり野 

みどり野町 25-1 

   ※参考資料 「事業所・施設等一覧 平成 28年 5月 1日現在」 

          ～障がい者サービスのしおり 2016別冊～ 

                  宇都宮市保健福祉部障がい福祉課 2016年 

 

    イ 保育施設 

(ｱ) 保育所 

 名  称 所在地 種別 

1 北雀宮保育園 若松原 2丁目 18-30 公立保育所 

2 認定すずめこども園 五代 3丁目 1-9 認定こども園 

 ※参考資料 『平成 29年度 教育・保育施設入所のご案内（平成 29年 4月

作成）』 宇都宮市公式ウェブサイトより 

 

(ｲ) 子どもの家 

 小学校名 愛 称 施設の場所 

1 五代小 だいすきクラブ 校舎東（独立棟） 

   ※参考資料 『子どもの家子育て支援事業実施箇所一覧 

                （平成 29年 4月 1日現在）』宇都宮市公式ウェブサイトより 

 

⑸  金融機関等 

  ア 郵便局 

 名  称 所在地 

1 兵庫塚郵便局 みどり野町 4-9 

 

   イ 銀行 

 名  称 所在地 

1 足利銀行ヨークベニマル若松原店 

（ＡＴＭ） 

北若松原 1-13-15 

（1階入口左側） 
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2 栃木銀行兵庫塚支店 みどり野町 15-7 

3 栃木銀行ヨークベニマル若松原店(兵

庫塚支店）（ＡＴＭ） 

北若松原 1-13-15 

 ※参考資料 各ホームページ：日本郵政，「日本全国銀行・ＡＴＭマップ」，  

各銀行 

 

５ まつり・行事 

行事名 実施時期・特徴 

若松原神社 祭礼 

（北若松原 2丁目） 

昭和 19 年 3 月開拓者の平安信仰で創

立。祭日 10月 23日。 

安産稲荷神社 祭礼 

（兵庫塚町） 

祭日 2月初午。9月 13日。宇都宮公綱

出生にかかわる梅の方伝説がある。 

※参考資料『雀宮のむかし話』雀宮地区市民センター 1994年 

       「雀宮の神社，仏閣の概略」より 

 

６ 主な文化財・遺跡等 

 分 野 名称・指定区

分 

特 徴 

1 遺跡 二軒屋遺跡 若松原 3丁目。弥生時代の集落跡。縄文土器

や土師器の欠片が出土し，遺構も確認されて

いる。 

2 遺跡 一向寺別院付

近遺跡 

若松原１丁目。竪穴住居跡 4軒・掘立柱建物

跡１軒・土坑１基等が確認されている。 

3 遺跡 北若松原遺跡 県指定史跡である塚山古墳群の東方約 400m

に位置する。竪穴住居跡 24軒と土坑 17基が

検出されている。 

4 遺跡 若松原南遺跡 若松原 3丁目。弥生時代後期の土器片（二軒

屋式）及び古墳時代前期の土器片が確認され

ている。遺構は，竪穴住居跡 1 軒，土坑約

30基，柵列 1列，溝 1条が確認されている。 

 ※参考資料 『宇都宮市文化財年報』 宇都宮市教育委員会文化課 
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７ 産業 

工業関係統計          （平成 26年 12月 31日現在 単位：100万円） 

地区 事業所数 従業者数 製造品出荷額 ※1 付加価値額 ※1 資産投資額 

雀宮 

※2 

45 1,904 36,662 10,356 2,221 

全市（全数） 1,291 33,536 － － － 

全市（従業者

数 4人以上） 

529 30,379 1,981,059 535,544 47,425 

                                  資料：政策審議室（工業統計調査結果）

※1 製造品出荷額，付加価値額は，従業者数 4人以上の事業所 

※2 若松原，五代地区での記載はなし。 

 

商業関係統計             （平成 24年 6月 1日現在 単位：100万円） 

地区 事業所数 従業者数 年間商品販売額 売場 

面積 合計 卸売業 小売業 合計 卸売業 小売業 合計 卸売業 小売業 

雀 宮 

※ 

380 70 310 3,313 465 2,848 112,932 32,531 80,401 110,737 

全市 4,446 1,386 3,060 40,135 14,205 25,930 2,040,219 1,434,238 605,982 740,061 

                                    資料：政策審議室（商業統計調査結果） 

 ※若松原，五代地区での記載はなし。 

 

町別産業大分類別事業所数及び従業者数（民営） （平成 26 年 7 月 1 日現在） 

地区 事業所数（総数） 従業者数（総数） 

北若松原 1丁目 31 262 

北若松原 2丁目 13 72 

五代 1丁目 24 240 

五代 2丁目 31 131 

五代 3丁目 27 195 

若松原 1丁目 46 301 

若松原 2丁目 39 291 

若松原 3丁目 22 237 

                 資料：政策審議室（平成 26年経済センサス－基礎調査結果） 
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農業関係統計              （平成 27年 2月 1日現在 面積単位:a） 

資料：政策審議室（世界農林業センサス，農林業センサス，農業センサス結果） 

 ※若松原，五代地区での記載はなし。 

 

※参考資料『宇都宮市統計書 平成 28 年版』 宇都宮市  2017 年 

宇都宮市統計データバンク http://www2.city.utsunomiya.tochigi.jp/DataBank/index.htm 

                                       （最終確認日：2017 年 5 月 24 日） 

 

８ 交通 

 ・昭和初期から戦前までの道路は，ほとんどが1.8ｍ程度の農道であって，      

馬車の轍の部分以外は雑草や篠竹に覆われた荒れ果てた道路であったが，昭

和2年10月の県営宇都宮競馬場の開設に伴って，雀宮駅から競馬場に至る市道

が3倍余の6ｍに拡幅され，次いで針谷街道，兵庫塚街道も改修されて，次第

に生活基盤が整備されたため，日常の生活は勿論のこと営農上にも大きな便

益をもたらした。 

 ・昭和55年，栃の葉国体の開催に伴って総合運動場に接続する道路網の整 備

が図られたが，西原地区においては北を走る外環状線を初め，旧競馬場道路

等が拡幅整備された。 

●道路 

・「兵庫塚街道」 

栃木県総合運動公園南（西川田6丁目）～安塚街道（針ヶ谷1丁目町） 

・「安塚街道」 

東京街道（雀の宮6丁目）～壬生町境（幕田町） 

・「宇都宮環状線」 

瑞穂野南交差点～瑞穂野南交差点 

・「みどり野通り」 

南警察署前交差点～安塚街道（みどり野町） 

地区 農家戸数 農業従事者 1戸当たり経営面積 

雀宮※ 325 645 213.0a 

全市 5,218 10,360 251.2a 

経営耕地 

地区 総数 田 畑 樹園地 

雀宮※ 81,811 51,173 21,567 9,071 

全市 989,904 866,155 90,395 33,354 

http://www2.city.utsunomiya.tochigi.jp/DataBank/index.htm
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・「若松原通り」 

栃木県総合運動公園南（西川田 4丁目）～東京街道（雀宮 4丁目） 

※参考資料『宇都宮市雀宮 西原地区の歩み』 辻光義／著 1997年 

     『うつのみや道路愛称マップ』 宇都宮市建設部道路管理課 2016年 
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【参考】 宇都宮市全体から見た五代若松原地区の状況 

（１）五代若松原地区のデータ 

・面積（宇都宮市統計データバンクデータ） 

・人口世帯数（平成 28 年住民基本台帳データ） 

項目 宇都宮市 五代若松原地区 五代若松原地区の順位 

・人口 521,906 6,865 30 

・世帯数 229,011 2,761 34 

・面積 416.85k ㎡ 1,13 k ㎡ 35 

・人口密度 

（１k ㎡あたり） 

1,250 6,053 7 

・年少人口構成率 13.9 15.5 4 

・生産年齢構成率 62.6 62.4 18 

・高齢者人口構成率 23.5 22.1 28 

・人口増加数 10,167 328 14 

・人口増加率(％) 2.98 5.02 12 

・世帯増加数 18,529 247 22 

・世帯増加率(％) 9.11 9.81 13 

 ※平成 22 年住民基本台帳データとの比較 

・人口動態調査（平成 28 年） 

項目 宇都宮市 雀宮地区 雀宮地区の順位 

・出生数 4,653   349 6 

・死亡数 4,733 376 3 

・自然増人数 -80   -27 10 

・転入者数 32,612 2,324 4 

・転出者数 32,084 2,403 4 

・社会増数 528 -39 13 

・人口増加数 448 -106 12 

 

（２）世帯・家族 

地区 核家族世帯数 単独世帯数 高齢夫婦世帯数 高齢単身世帯数 

宇都宮市全体 123,068 73,337 17,946 19,032 

雀宮地区 10,182 4,292 1,696 1,381 
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核家族化 

順位 1 位 2 位 3 位 備考 

地区名 河内 瑞穂野 雀宮  

核家族率 66.0 65.5 63.0  

 

（４）高齢者 

高齢化率 (総人口に占める 65 歳以上の割合)(政策審議室データ) 

宇都宮市全体 平成 28 年 平成 32 年 平成 37 年 平成 42 年 平成 47 年 

高齢者人口 122,798 135,531 141,724 146,302  

五代若松原地区の 

高齢者人口比 

22.1％     

宇都宮市の 

高齢者人口比 

23.5 % 26.2% 27.6% 29.0%  

 

高齢者の世帯 

65 歳以上の単独世帯  65 歳以上の夫婦世帯 

順位 地区 割合（％）  順位 地区 割合（％） 

1 富屋 15.67  1 篠井 11.86  

2 陽南 12.97  2 陽南 10.72 

3 瑞穂野 11.14  3 雀宮 10.49  

4 本庁 10.21  4 河内 10.23  

5 宝木 9.53  5 姿川 9.55 

9 雀宮 8.54     

 

（５）住宅環境 

持ち家（平成 27 年国勢調査） 
持ち家率 
順位 

地区名 持ち家世帯数 持家率 

1 篠井 745 98.2 

2 上河内 2,806 86.9 

3 河内 10,003 78.9 

7 雀宮 10,833 67.0 

 宇都宮市全体 129,072 59.4 
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借家（平成 27 年国勢調査） 

順位 地区名 借家戸数 
借家の 

占める割合 

1 横川 8,540 53.9 

2 本庁 31,043 49.4 

3 平石 6,224 46.4 

10 雀宮 5,104 31.6 

 宇都宮市全体 85,641 39.4 

 

（６）産業 

農業 平成 27 年（世界農林業センサス，農業センサス，農業センサス）政策審議室 

   項目 

地区 

戸数 

（戸） 

人口 

（人） 

経営耕地（a） 

田 畑 樹園地 計 

雀宮地区 325 968 51,173 21,567 9,071 81,811 

宇都宮市 5,218 15,235 866,155 90,395 33,354 989,904 

 

商業（平成 26 年商業統計調査）政策審議室   

   項目 

地区 

事業所数 

（卸売業・小売業） 
従業員数 

販売額 

（百万円） 

売り場面積 

（㎡） 

雀宮地区 380 3,313 112,932 110,737 

宇都宮市 4,446 40,135 2,040,219 740,061 

  

事業所（平成 26 年経済センサス－基礎調査） 

 ・地区別産業大分類別事業所数及び従業員数（民営） 

   項目 

地区 
事業所数 従業員数 

雀宮地区 1,426   13,949 

宇都宮市 22,768 250,081 

 

工業（平成 26 年工業統計調査）政策審議室 

 ・地区，工業団地別事業所数，従業員数，製造出荷額等 

 事業所数 従業員数（人） 製造品出荷額等 付加価値額 資産投資額 

雀宮地区 45 1,904 36,662 10,356 2,221 

宇都宮市 529 30,379 1,981,059 535,544 47,425 

平成 26 年 12 月 31 日現在（単位：百万円） 


